
平成３１年第１回市議会定例会議案一覧表 

議案番号 議 案 名 提 案 理 由 説 明 等 担当部課名 

議案第 １ 号 平成３１年度宝塚市一般会計予算 

 平成31年度宝塚市一般会計予算の総額を、歳入歳出それぞれ794億

2,000万円とするもの 

 継続費、債務負担行為、地方債、一時借入金をそれぞれ計上するもの 

 歳出予算の流用について定めるもの 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ２ 号 平成３１年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費予算 

平成31年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費予算の総額を、歳入歳出それぞ

れ220億6,110万円とするもの 

債務負担行為を計上するもの 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ３ 号 平成３１年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費予算 
平成31年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費予算の総額を、歳入歳出そ

れぞれ1億680万円とするもの 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ４ 号 平成３１年度宝塚市特別会計農業共済事業費予算 
平成31年度宝塚市特別会計農業共済事業費予算の総額を、歳入歳出それぞれ2

億1,650万円とするもの 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第 ５ 号 平成３１年度宝塚市特別会計介護保険事業費予算 

平成31年度宝塚市特別会計介護保険事業費予算の総額を、歳入歳出それぞれ

210億4,730万円とするもの 

債務負担行為を計上するもの 

健康福祉部 
安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ６ 号 平成３１年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費予算 

平成31年度宝塚市特別会計後期高齢者医療事業費予算の総額を、歳入歳出それ

ぞれ42億4,440万円とするもの 

債務負担行為を計上するもの 

市民交流部 

市民生活室 

医療助成課 

議案第 ７ 号 平成３１年度宝塚市特別会計平井財産区予算 
平成31年度宝塚市特別会計平井財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ4,080

万円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 ８ 号 平成３１年度宝塚市特別会計山本財産区予算 
平成31年度宝塚市特別会計山本財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ1,141

万7千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 



議案第 ９ 号 平成３１年度宝塚市特別会計中筋財産区予算 
平成31年度宝塚市特別会計中筋財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ143万2

千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １０ 号 平成３１年度宝塚市特別会計中山寺財産区予算 
平成31年度宝塚市特別会計中山寺財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ820

万3千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １１ 号 平成３１年度宝塚市特別会計米谷財産区予算 
平成31年度宝塚市特別会計米谷財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ2,099

万6千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １２ 号 平成３１年度宝塚市特別会計川面財産区予算 
 平成31年度宝塚市特別会計川面財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ5,974

万7千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １３ 号 平成３１年度宝塚市特別会計小浜財産区予算 
平成31年度宝塚市特別会計小浜財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ647万3

千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １４ 号 平成３１年度宝塚市特別会計鹿塩財産区予算 
平成31年度宝塚市特別会計鹿塩財産区予算の総額を、歳入歳出それぞれ102万

円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １５ 号 平成３１年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区予算 
平成31年度宝塚市特別会計鹿塩・東蔵人財産区予算の総額を、歳入歳出それぞ

れ64万7千円とするもの 

総務部 

行政管理室 

管財課 

議案第 １６ 号 平成３１年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費予算 
平成31年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費予算の総額を、歳入歳出それぞ

れ2億430万円とするもの 

環境部 

環境室 

生活環境課 



議案第 １７ 号 平成３１年度宝塚市水道事業会計予算 

平成31年度水道事業会計予算について、地方公営企業法第24条第2項の規定に

より、議会の議決を求めるもの 

平成31年度予算の概要 

業務の予定量    給水人口 23万5,323人 

年間給水量 2,469万2,519㎥ 

一日平均給水量 6万7,465㎥ 

主な建設改良事業  管路更新事業 8億7,400万円 

浄水処理強化事業 3億7,520万円 

新庁舎建設事業 2億8,336万5千円 

送配水施設機械設備等更新事業 2億3,845万円 

基幹施設耐震化事業 2億2,515万円 

収益的収入及び支出 事業収益 47億6,977万2千円 

事業費用 51億757万1千円 

収支差引 3億3,779万9千円の赤字 

 資本的収入及び支出 資本的収入 31億2,950万1千円 

資本的支出 37億9,346万5千円 

収支差引 6億6,396万4千円の不足 

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額及

び過年度分損益勘定留保資金で補てん 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 

議案第 １８ 号 平成３１年度宝塚市下水道事業会計予算 

平成31年度下水道事業会計予算について、地方公営企業法第24条第2項の規定

により、議会の議決を求めるもの 

平成31年度予算の概要 

業務の予定量    年度末水洗化人口 22万9,492人 

年間総処理水量 2,744万8,609㎥ 

一日平均処理水量 7万4,996㎥ 

主な建設改良事業  公共下水道雨水整備事業 2億760万円 

公共下水道汚水整備事業 2億100万円 

 収益的収入及び支出 事業収益 46億1,890万7千円 

事業費用 43億1,732万2千円 

収支差引 3億158万5千円の黒字 

 資本的収入及び支出 資本的収入 13億3,448万1千円 

資本的支出 35億155万8千円 

収支差引 21億6,707万7千円の不足 

当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、

過年度分損益勘定留保資金及び当年度分損益勘定留

保資金で補てん 

上下水道局 

経営管理部 

経営企画課 



議案第 １９ 号 平成３１年度宝塚市病院事業会計予算 

平成31年度病院事業会計予算について、地方公営企業法第24条第2項の規定に

より、議会の議決を求めるもの 

 平成31年度予算の概要 

外来患者数 延べ24万3,958人 

 1日当たり1,004人 

  入院患者数 延べ12万9,930人 

1日当たりでは355人 

  収益的収支 収入総額 128億2,368万5千円 

支出総額 128億2,242万円 

収支差引 126万5千円の黒字 

  資本的収支 収入総額 7億2,685万円 

支出総額 16億2,794万8千円 

収支差引 9億109万8千円の不足 

当年度分損益勘定留保資金等で補てん 

市立病院 

経営統括部 

議案第 ２０ 号 
執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

新たに3つの審議会を設置するとともに、既存の附属機関の見直しを行うた

め、条例の一部を改正しようとするもの 

(新規設置) 

 宝塚市総合計画審議会 

 宝塚市緑の基本計画検討委員会 

 宝塚市農業振興計画策定委員会 

(見直し） 

 宝塚市温泉審議会→宝塚市観光振興会議 

企画経営部 

政策室 

政策推進課 

ほか 

議案第 ２１ 号 宝塚市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

本年10月1日からの消費税率10パーセントへの引上げに合わせ、地方税法の改

正により、県税である自動車取得税が廃止され、新たに市税として軽自動車税の

環境性能割が創設されるとともに、現行の軽自動車税については、名称が軽自動

車税の種別割に変更されることに伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改

正しようとするもの 

企画経営部 

市税収納室 

市税収納課 

議案第 ２２ 号 
宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

給与制度の適正化を図るため、条例の一部を改正しようとするもの 

（改正の内容） 

 ・来年度以降、55歳に達した年度の翌年度以後の定期昇給を、人事評価結果が

標準以下の職員は実施しないようにするもの 

 ・2020年度から係長級の管理職手当を廃止しようとするもの 

 ・本年4月1日以降に採用する、指導主事及び幼稚園教諭を除く行政職給料表適

用者の初任給基準を2号給引き下げ、2級昇格時に現行と同じ号給に格付けしよ

うとするもの 

総務部 

人事室 

給与労務課 



議案第 ２３ 号 
宝塚市男女共同参画推進条例の一部を改正する条例の制定

について 

性的マイノリティへの差別の禁止を明示し、権利擁護の取組をより一層推進す

るため、条例の一部を改正しようとするもの 

総務部 

人権平和室 

人権男女共同参画課 

議案第 ２４ 号 
学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例の制定について 

学校教育法の一部改正に伴う所要の整備を行うため、関係条例の一部を改正し

ようとするもの 

総務部 

人事室 

給与労務課 

ほか 

議案第 ２５ 号 
宝塚市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

国民健康保険加入者のうち、いわゆる旧被扶養者に係る保険税の減免につい

て、本年4月から、国の通知に基づく減免期間の見直しに合わせた対応を行うた

め、条例の一部を改正しようとするもの 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ２６ 号 
宝塚市犯罪被害者支援条例の全部を改正する条例の制定に

ついて 

犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明

らかにし、これまでの支援金の支給のほか、日常生活の支援、居住の安定のため

の支援、精神的な被害からの回復に向けた支援を新たに規定することにより、よ

り一層、犯罪被害者等に寄り添った支援を行うため、条例の全部を改正しようと

するもの 

都市安全部 

生活安全室 

防犯交通安全課 

議案第 ２７ 号 宝塚市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 
武田尾公園、川面4丁目第3公園及び南口すみれ公園の計3か所を新たに都市公

園とし、適正な管理を行うため、条例の一部を改正しようとするもの 

都市安全部 

生活安全室 

公園河川課 

議案第 ２８ 号 
宝塚市建築事務及び住宅事務手数料条例の一部を改正す

る条例の制定について 

建築基準法の一部を改正する法律により、建蔽率規制の合理化、用途変更に係

る全体計画認定制度の導入及び建築物を一時的に他の用途に転用する場合の制限

の緩和が行われたことに伴い、所要の整備を行うため、条例の一部を改正しよう

とするもの 

都市整備部 

都市整備室 

建築指導課 

議案第 ２９ 号 
宝塚市火災予防条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行に伴う所要の整理を行うため、

条例の一部を改正しようとするもの 

消防本部 

予防課 

議案第 ３０ 号 
宝塚市生産緑地地区の区域の規模に関する条件を定める条

例の制定について 

生産緑地法の一部改正に伴い、生産緑地地区の面積の下限を政令で定める基準

に従い定めるため、条例を制定しようとするもの 

都市整備部 

都市整備室 

都市計画課 



議案第 ３１ 号 
工事請負契約（宝塚文化芸術センター庭園整備工事（その

３））の締結について 

市内武庫川町地内において、宝塚文化芸術センター庭園を整備するため、次の

とおり工事請負契約を締結しようとするもの 

 請負金額  1億7,599万320円 

 請負業者  株式会社アーデント 

産業文化部 

宝のまち創造室 

文化政策課 

・ 

都市安全部 

生活安全室 

公園河川課 

議案第 ３２ 号 権利の放棄について 

相手方が不正に受給した介護給付費に係る返還請求権について、裁判上の請求

により確定したものの、再三再四の催告にもかかわらず、相手方からの納付がな

く、また、相手方が休業届を提出し、現住所地において法人としての実態もない

状態であり、相手方の財産も不明であることから、権利の放棄をしようとするも

の 

健康福祉部 
安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ３３ 号 訴えの提起について 
市営住宅などの明渡し及び滞納家賃などの支払いを請求するため、訴えの提起

をしようとするもの 

都市整備部 

建築住宅室 

住まい政策課 

議案第 ３４ 号 調停の申立てについて 
市営住宅などの明渡し及び滞納家賃などの支払いを請求するため、調停の申立

てをしようとするもの 

都市整備部 

建築住宅室 

住まい政策課 

議案第 ３５ 号 損害賠償の額の決定について 

市道において発生した道路冠水による自動車損傷事故について、市道の管理上

の瑕疵
か し

を認め、相手方に生じた損害を賠償するもので、その損害賠償の額を65万

1,860円と決定しようとするもの 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

議案第 ３６ 号 
公の施設（宝塚市立文化芸術センター及び宝塚文化芸術セ

ンター庭園）の指定管理者の指定について 

平成32年(2020年)4月1日から平成37年(2025年)3月31日までの間における宝塚市

立文化芸術センター及び宝塚文化芸術センター庭園の指定管理者として、宝塚み

らい創造ファクトリーを指定しようとするもの 

産業文化部 

宝のまち創造室 

文化政策課 

・ 

都市安全部 

生活安全室 

公園河川課 

議案第 ３７ 号 
丹波少年自然の家事務組合規約の変更に関する協議につい

て 

篠山市の名称が丹波篠山市に変更されることに伴い、丹波少年自然の家事務組

合規約の変更に関し、関係地方公共団体と協議しようとするもの 

企画経営部 

政策室 

政策推進課 



議案第 ３８ 号 
兵庫県市町村職員退職手当組合規約の変更に関する協議に

ついて 

篠山市の名称が丹波篠山市に変更されることに伴い、兵庫県市町村職員退職手

当組合規約の変更に関し、関係地方公共団体と協議しようとするもの 

総務部 

人事室 

給与労務課 

議案第 ３９ 号 

～ 

議案第 ４２ 号 

市道路線の認定について 

議案第39号については、県道寺本川西線の整備に伴う管理引継ぎにより、議案

第40号から第42号までについては、都市計画法に基づく土地の帰属により、それ

ぞれ新規認定をしようとするもの 

都市安全部 

建設室 

道路管理課 

議案第 ４３ 号 
宝塚市固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求

めることについて 

次の者を宝塚市固定資産評価審査委員会の委員に選任しようとするもの 

模  泰吉 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

議案第 ４４ 号 
宝塚市固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求

めることについて 

次の者を宝塚市固定資産評価審査委員会の委員に選任しようとするもの 

萩  正博 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

諮問第 １ 号 
人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについ

て 

次の者を人権擁護委員の適任者として推薦しようとするもの 

滑川 京子 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

諮問第 ２ 号 
人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについ

て 

次の者を人権擁護委員の適任者として推薦しようとするもの 

佐藤 克子 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

諮問第 ３ 号 
人権擁護委員の候補者推薦につき意見を求めることについ

て 

次の者を人権擁護委員の適任者として推薦しようとするもの 

田中 茂規 

企画経営部 

政策室 

秘書課 



平成３１年第１回市議会定例会議案一覧表（第２次送付分） 

議案番号 議 案 名 提 案 理 由 説 明 等 担当部課名 

議案第 ４５ 号 平成３０年度宝塚市一般会計補正予算（第６号） 

補正後の平成30年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 803億3,707万8千円（8億7,200万円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 病院事業会計貸付金 

橋りょう維持事業 

県施行都市計画道路等整備事業 

学校園施設整備事業 

減額 基金管理事業 

   執行額の確定に伴う執行残 

歳入予算の主なもの 

増額 国庫支出金 子ども・子育て支援交付金 

         学校施設環境改善交付金 

         ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金 

県支出金 保険基盤安定負担金 

繰入金 財政調整基金とりくずし 

市債 小、中学校施設整備事業債 

 減額 市税 個人市民税（ふるさと納税による影響） 

    地方消費税交付金 地方消費税交付金 

             社会保障財源交付金 

    市債 文化芸術施設・庭園整備事業債 

       市営住宅整備事業債 

繰越明許費の補正 

 追加 民間放課後児童クラブ運営支援事業ほか22件 

 変更 一般市道新設改良事業ほか4件 

地方債の補正 

 追加 小学校施設整備事業債及び特別支援学校施設整備事業債 

減額 庁舎整備事業債ほか9件の限度額 

増額 河川整備事業債ほか4件の限度額 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 



議案第 ４６ 号 
平成３０年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費補正予算

（第４号） 

補正後の平成30年度宝塚市特別会計国民健康保険事業費の歳入歳出予算の総額

239億152万7千円（5,789万6千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 基金管理事業 

歳入予算の主なもの 

増額 保険基盤安定繰入金 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ４７ 号 
平成３０年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費補正

予算（第３号） 

補正後の平成30年度宝塚市特別会計国民健康保険診療施設費の歳入歳出予算の

総額 

 1億986万9千円（407万6千円の減額）、 

歳出予算の主なもの 

 減額 医業 

歳入予算の主なもの 

 増額 一般会計繰入金 

 減額 診療報酬 

市民交流部 

市民生活室 

国民健康保険課 

議案第 ４８ 号 
平成３０年度宝塚市特別会計農業共済事業費補正予算（第

４号） 

 補正後の平成30年度宝塚市特別会計農業共済事業費の歳入歳出予算の総額 

 1億3,608万8千円（436万7千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 死廃共済事業 

歳入予算の主なもの 

 増額 業務勘定及び農作物共済勘定からの繰入金 

産業文化部 

産業振興室 

農政課 

議案第 ４９ 号 
平成３０年度宝塚市特別会計介護保険事業費補正予算（第

４号） 

 補正後の平成30年度宝塚市特別会計介護保険事業費の歳入歳出予算の総額 

 205億1,156万2千円（244万2千円の増額） 

歳出予算の主なもの 

増額 基金管理事業 

減額 介護認定事業 

歳入予算 

減額 その他一般会計繰入金 

健康福祉部 
安心ネットワーク推進室 

介護保険課 

議案第 ５０ 号 
平成３０年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費補正予算

（第４号） 

補正後の平成30年度宝塚市特別会計宝塚市営霊園事業費の歳入歳出予算の総額 

 2億8,992万円（130万4千円の減額） 

歳出予算の主なもの 

減額 執行額確定に伴う執行残 

歳入予算の主なもの 

 増額 墓苑使用料 

 減額 霊園運営基金とりくずし 

環境部 

環境室 

生活環境課 



議案第 ５１ 号 平成３０年度宝塚市病院事業会計補正予算（第３号） 
 収益的収入及び支出について、運転資金に充てるため一般会計から長期借入金

5億5,000万円を借り入れしようとするもの 

市立病院 

経営統括部 



平成３１年第１回市議会定例会議案一覧表（第３次送付分） 

議案番号 議 案 名 提 案 理 由 説 明 等 担当部課名 

議案第 ５２ 号 平成３０年度宝塚市一般会計補正予算（第７号） 

補正後の平成30年度宝塚市一般会計の歳入歳出予算の総額 

 806億1,937万9千円（2億8,230万1千円の増額） 

歳出予算 

増額 小学校施設整備事業 

長尾中学校屋内運動場改築事業 

幼稚園施設整備事業 

歳入予算の主なもの 

増額 国庫支出金 学校施設環境改善交付金 

   市債 小学校施設整備事業債 

      中学校施設整備事業債 

      幼稚園施設整備事業債 

繰越明許費の補正 

 追加 長尾中学校屋内運動場改築事業 

 増額 小学校施設整備事業ほか1件 

地方債の補正 

 増額 小学校施設整備事業債ほか2件の限度額 

企画経営部 

行財政改革室 

財政課 

議案第 ５３ 号 
宝塚市固定資産評価審査委員会の委員選任につき同意を求

めることについて 

次の者を宝塚市固定資産評価審査委員会の委員に選任しようとするもの 

足立 英基 

企画経営部 

政策室 

秘書課 

 


